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＜GINZA SIX VALENTINE 2020＞
進化系チョコ“ブロンドチョコレート”を使用した金色に輝く限定スイーツや、ＫＵＧＥＮＵ
全国から厳選した“和素材チョコ”など

ＧＩＮＺＡ ＳＩＸバレンタインの最新トレンド
銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」では、世界で人気のショコラティエが集う銀座において、銀座ならで
はの確かな品質で作られたバレンタイン限定のチョコレートやスイーツを展開します。大切な人へ贈るプレミアム
なチョコや、自分へのご褒美に購入したくなる贅沢スイーツ、世界で愛されている味を堪能できるイートイン限定
メニューなど、ここでしか味わえないバレンタイン商品を多数揃え、特別な時間を華やかに演出します。
また、期間限定のポップアップショップも続々登場。GINZA SIXだからこそ実現したラインナップで、各ショップ
がブランドの世界観を余すことなく表現します。

■GINZA SIX バレンタインの最新トレンド

①「第4のチョコレート」をアレンジしたプレミアムスイーツ
ブロンドチョコレート

ルビーチョコレート

ヴァローナ社ブロンドショコラの一皿 ジャスミンの香り
（THE GRAND GINZA）

サク ラング・ド・シャ（ルビー）
（ISHIYA GINZA）

②「和素材」チョコ

くろ酢の生ショコラ
（発酵酢屋 庄分酢）

③「食感」を楽しむチョコ

④イートイン限定
バレンタインメニュー

ルージュ
（パティスリー パブロフ）

La Saint-Valentin アフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）

その他、各ショップがオススメする
上質なバレンタインスイーツが勢揃い！

※上記は一例です。各テーマのピックアップ商品は次項以降をご参照ください。
＜本件に関する報道関係者からのお問合せ先＞
GINZA SIX PR 事務局 （株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 馬場、山口
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： ginzasix_pr@ssu.co.jp

次世代の進化系チョコレート

①「第 4 のチョコレート」をアレンジしたプレミアムスイーツ
ダーク、ミルク、ホワイトに次ぐ“第 4 のカテゴリー”のチョコレートとして注目されている「ブロンドチョコレート」や
「ルビーチョコレート」を一流のパティシエがアレンジ。進化形チョコレートの香りや味わいを贅沢に堪能できる
プレミアムなスイーツが揃います。
ブロンドチョコレート

ルビーチョコレート

ルビーチョコレート

ヴァローナ社ブロンドショコラの一皿
ジャスミンの香り
（THE GRAND GINZA）
価格：1,200 円

サク ラング・ド・シャ（ルビー）12 枚入
（ISHIYA GINZA）
価格：1,200 円

綾farmショコラ「華果」
（綾farm）
価格：1,600 円

軽くて口どけがよいサクサク食感のサク ラ
ング・ド・シャに、期間限定のサク ラング・
ド・シャ（ルビー）が登場。ココア風味のラン
グ・ド・シャに、まろやかな酸味のルビーチョ
コレートをサンドした一品です。

フルーティーな酸味が特徴でピンク色の
「ルビーチョコレート」と、風味の高い「クー
ベルチュールチョコレート」。それぞれ産地
や品種にこだわった国産セミドライフルー
ツ 5 種（レモン、イチゴ、キウイ、みかん、リ
ンゴ）をトッピングしたチョコレートバーです。

GINZA SIX
限定

キャラメルとビスケットを合わせたような風味が
魅力のブロンドチョコレート。ヴァローナ社製
のブロンドチョコレートで作られたドーム状の
デセールの中には、フランボワーズのピュー
レとバニラのムースが入っています。ジャスミ
ンをアクセントにきかせたブロンドチョコレート
のクリーム、クランブルでサクッとした食感が
楽しめる、大人のための上質スイーツです。

“和の心”を贈る特別なバレンタイン

②「和素材」チョコ
茶匠が厳選した宇治抹茶本来の美味しさが際立つトリュフや、まろやかなくろ酢とチョコレートのマリアージュを
楽しめる生ショコラ、ごまや山椒を使用した風味豊かなチョコレートなど、日本全国の“和素材”を使用したチョコ
レートをご用意しました。銀座から世界へ、和の心が伝わるチョコレートを展開します。
GINZA SIX
限定

宇治茶ボンボン アソート 8 個入
（くろぎ茶々）
価格：3,600 円

くろ酢の生ショコラ
（発酵酢屋 庄分酢）
価格：1,500 円

辻利コレクション 8 個
（辻利）
価格：2,360 円

チョコレートのまろやかさに宇治抹茶の
程よい苦味がきいた「濃茶トリュフ」と風味
豊かな抹茶チョコレートで抹茶みつを包
んだ「抹茶みつ」のアソートです。風呂敷
で包んだパッケージでご用意しました。

まろやかでクセのないくろ酢を、ほんのりビ
ターなミルクチョコレートと豆乳入りホワイト
チョコレートに合わせました。爽やかな甘み
が広がる生ショコラです。

茶匠がチョコレートとの相性で厳選した抹茶
とほうじ茶を使用。お茶を引き立てる素材が
織りなす、辻利のスペシャリテです。「濃い
茶」「ゆず」「プラリネごま」「山椒」「さくら苺」
「黒糖」に、新フレーバー「ほうじ茶」を加えた
7 種の味わいが楽しめます。

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「バレンタインのおすすめ商品・メニューリスト」をご参照ください。

新感覚のチョコレート体験

③「食感」を楽しむチョコ
軽やかなパウンドケーキと濃厚なムースのコントラストを楽しめるスイーツや、リッチなくちどけを堪能できるテリーヌ
ショコラ、キャラメリゼしたヘーゼルナッツがアクセントになった生チョコレートなど、豊かな食感を楽しめる新感覚の
チョコを揃えました。
GINZA SIX
限定

GINZA SIX
限定

ルージュ
（パティスリー パブロフ）
価格：2,315 円

テリーヌショコラ
（FRANCK MULLER GENEVE）
価格：6,000 円

ジャンドゥーヤ生チョコレート
（マーロウ）
価格：1,500 円

ガナッシュをふんだんに入れ焼き上げたチョ
コレートのパウンドケーキと濃厚なムース。表
面を苺風味のチョコレートでコーティングし、
華やかなチョコレート細工を飾り付けました。

スイス産の濃厚なチョコレートと発酵バ
ターの香り・旨味を極限まで表現した、
かつてないリッチな甘さとくちどけで深
い味わいを楽しめる一品です。

上面と底は、キャラメリゼしたクランチタイプの
ヘーゼルナッツのペーストがアクセントになった
シャリシャリした食感。下はベルギー産のチョコ
レートと北海道産の生クリームで作った生チョコ
レート。口どけ滑らかな生チョコレートとヘーゼ
ルナッツの食感が楽しめます。

銀座で過ごすバレンタインを華やかに演出

④イートイン限定バレンタインメニュー
心が華やぐバレンタイン限定のアフタヌーンティーや、苺とチョコを味わうグラスデザートなど、イートインでしか味わ
えない逸品をご用意しました。大切な人と迎える特別な一日や、賑やかなバレンタイン女子会など、銀座で過ごす
バレンタインに至福の瞬間をもたらす限定メニューを展開します。
GINZA SIX
限定

※写真は 2 名様分です

La Saint-Valentin アフタヌーンティーセット
（THE GRAND GINZA）
価格：お 1 人様 4,200 円

Coppa Valentine
（Café Cova Milano）
価格：1,819 円

RED PASHION
（Café Cova Milano）
価格：1,819 円

ノワールとブランをテーマに、旬の苺をふんだ
んに使ったスイーツやセイボリーを 2 カラーで表
現。スタイリッシュな印象を与えるバレンタインの
ノワールと、ブランの優しい色合いに溶け込ん
だ甘さが印象的なホワイトデーを表現しました。

苺をふんだんに使ったバレンタイン限定
デザート。甘酸っぱい苺ソルベとチョコア
イスの上に、シャンティーと苺ソースを添
え、ハートチョコとベルローズをトップにあ
しらって華やかな一品に仕上げました。

ラズベリー＆ストロベリーの色鮮やか
なカクテル。ベリーの甘さにパッショ
ンフルーツの酸味とスッキリ感のある
味わいが楽しめます。

その他、各ショップがおすすめする「バレンタインスイーツ」が GINZA SIX に勢揃い！

※価格は全て税抜です。
※上記は一例です。各店舗の商品の詳細および販売期間は別紙「バレンタインのおすすめ商品・メニューリスト」をご参照ください。

■期間限定のポップアップショップ
▼CAFÉ COVA （カフェ コヴァ）(B2F）
洗練された包装に包まれたチョコレートボックスなどバレンタインに最適な
商品を揃えます。また、GINZA SIX 限定のハートとローズモチーフバレンタイン
パネットーネを数量限定でご用意しました。
【展開期間】 2020 年 2 月 4 日（火）～3 月 1 日（日）

▼Paul Smith POP UP SHOP （ポール・スミス ポップアップショップ）(4F）
“英国”をキーワードにしたポール・スミスのポップアップショップ「 IDEAS
FROM LONDON」が期間限定でオープン。最新コレクションから、英国老舗
ミルとのアイテム、特別なコラボレーションアイテムまで多彩に揃います。
メンズでは、マーリング＆エヴァンス、サヴィル・クリフォードなどの生地を用いた
ウェアに加え、タータンチェックのアクセサリーが登場する他、ウィメンズでは、
ラバットやトッド＆ダンカンとのマスキュリンなウェアを中心に、魅力的な小物が
多数ラインアップ。ポール・スミス自身が愛用するブランド、グローブ・トロッター
や照明ブランド、アングルポイズ®とのコラボレーションアイテムもご用意します。
【展開期間】 2019 年 11 月 27 日（水）～2020 年 1 月 14 日（火）

▼THE ELDER STATESMAN （ジ エルダー ステイツマン）(3F）
アメリカ西海岸の自由なマインドとライフスタイルを反映したデザイン、最高
品質の素材とクラフツマンシップが結実したコレクタブルなプロダクトを通して、
現代における新しい“ラグジュアリーのあり方”を提案するブランド。
ポップアップショップでは、ブランドを代表するパームツリーのインターシャや
刺繍の施されたニットコレクションを展開。カラー先行発売予定のパームツリー
セーターもご用意します。また、ニットを中心とした、Ready to wearのアイテム
に加え、ブランケットやクッション、ぬいぐるみを取り揃えたホームコレクションも
展開し、ブランドの世界観を表現します。
【展開期間】 2019 年 11 月 27 日（水）～2020 年 1 月 14 日（火）

＜GINZA SIX 基本情報＞
【TEL】03-6891-3390 （GINZA SIX 総合インフォメーション 受付時間 10:30～20:30）
【ADDRESS】〒104-0061 東京都中央区銀座 6 丁目 10-1
【HP】https://ginza6.tokyo/
□営業時間 ショップ・カフェ 10:30～20:30

レストラン 11:00～23:00

※一部営業時間が異なる店舗もございます。
□休館日

不定休 ※2020 年 1 月 1 日（水・祝）は店舗休業日となります。

□アクセス

東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座」駅から地下通路にて直結
駐車場完備（お買い上げ金額に応じたサービス有）

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2019年11月18日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2019年11月18日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX バレンタインおすすめメニュー・商品リスト

「第４のチョコレート」をアレンジしたプレミアムスイーツ

綾farm（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名： 綾farmショコラ「華果」
価格：1,600円

商品名：恋するチョコレート ミルフィーユ（ルビー） 3個入
価格： 500円

フルーティーな酸味が特徴でピンク色の「ルビーチョコレー
ト」と、風味の高い「クーベルチュールチョコレート」。それぞ
れ産地や品種にこだわった国産セミドライフルーツ5種（レ
モン、イチゴ、キウイ、みかん、リンゴ）をトッピングしたチョ
コレートバーです。
販売期間：1月15日～2月14日まで
販売数量：1日20箱限定

白い恋人のチョコレートをアレンジしたチョコレートフィリン
グにパイを重ね、クーベルチュールチョコレートでコーティ
ング。新たにルビーチョコレートを使用したミルフィーユが
仲間入りしました。
販売期間：1月17日～2月14日まで ※無くなり次第終了
※6個入（1,000円）、12個入（2,000円）もご用意しています。

商品名：恋するチョコレート ザ・ハート 7個入
価格：1,000円
3色のハート型チョコレートのセンターに、それぞれの特徴
に合わせたソースを入れました。3色のハートに込めた、個
性溢れる3種の味わいが楽しめます。
・ミルクチョコレート×キャラメル
・ホワイトチョコレート×ゆず
・ルビーチョコレート×カシス
販売期間：1月17日～2月14日まで ※無くなり次第終了
※14個入（2,000円）もご用意しています。

ISHIYA GINZA（B2F）

THE GRAND GINZA（13F）

商品名：サク ラング・ド・シャ（ルビー）12枚入
価格：1,200円

メニュー名：ヴァローナ社ブロンドショコラの一皿
ジャスミンの香り
価格：1,200円

軽くて口どけがよいサクサク食感のサク ラング・ド・シャに、
期間限定のサク ラング・ド・シャ（ルビー）が登場。ココア風
味のラング・ド・シャに、まろやかな酸味のルビーチョコレー
トをサンドした一品です。
販売期間：2月14日まで ※無くなり次第終了

キャラメルとビスケットを合わせたような風味が魅力で第4
のチョコレートとして今年新たに注目を集めるブロンドチョ
コレート。ヴァローナ社製のブロンドチョコレートで作られた
ドーム状のデセールの中には、フランボワーズのピューレ
とバニラのムースが入っています。ジャスミンをアクセント
にきかせたブロンドチョコレートのクリーム、クランブルでサ
クッとした食感が楽しめる、大人のための上質スイーツで
す。
提供期間：2月1日～3月31日まで
GINZA SIX限定

「和素材」チョコ

くろぎ茶々（B2F）

商品名：カレ・ド・茶コラ（抹茶）8個入
価格：1,000円
お茶本来の美味しさが際立つひと口サイズのプレートチョ
コレート。お茶の葉入りのため、お茶の葉のサクサクとした
食感も楽しめます。
販売期間：1月下旬～（予定）
販売数量：36個限定
※「ほうじ茶」（1,000円）もご用意しています。
※写真はイメージです

※写真はイメージです

くろぎ茶々（B2F）

くろぎ茶々（B2F）

商品名：宇治茶ボンボン アソート 8個入
価格：3,600円

商品名：ほうじ茶クランチショコラ 5個入
価格：600円

チョコレートのまろやかさに宇治抹茶の程よい苦味がきい
た「濃茶トリュフ」と風味豊かな抹茶チョコレートで抹茶みつ
を包んだ「抹茶みつ」のアソートです。風呂敷で包んだパッ
ケージでご用意しました。
販売期間：1月下旬～（予定）
販売数量：36個限定
※「抹茶みつ 4個入」「濃茶トリュフ 4個入」（各1,600円）も
ご用意しています。

風味豊かなお茶と、フィアンティーヌ（薄焼きクッキーのフレー
ク）のサクッとした食感が楽しめるクランチショコラです。
販売期間：1月下旬～（予定）
販売数量：48個限定

※写真はイメージです

銀座 千年こうじや（B2F）

発酵酢屋 庄分酢（B2F）

PALETAS（B2F）

商品名：生チョコレート 酒の實
価格：1,500円

商品名：くろ酢の生ショコラ
価格：1,500円

商品名：MATCHAYUZU（抹茶ゆず）
価格：800円

純米大吟醸の酒の實（酒粕）を練り込んだ、風味豊かな生
チョコレートです。
販売数量：毎週20個限定
※本商品はアルコールを含んでいます。
お子様や妊婦、車を運転される方はご遠慮ください。

まろやかでクセのないくろ酢を、ほんのりビターなミルクチョ
コレートと豆乳入りホワイトチョコレートに合わせました。爽
やかな甘みが広がる生ショコラです。

抹茶の香り豊かなチョコレートをベースに、柚子のピールを
アクセントにして仕上げました。
販売期間：12月1日～2月14日まで

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

1

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2019年11月18日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2019年11月18日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX バレンタインおすすめメニュー・商品リスト

「和素材」チョコ

※写真はイメージです

NO
IMAGE

ふふふあん by 半兵衛麸（B2F）

辻利（B2F）

辻利（B2F）

商品名：梢 詰合せ
価格：1,500円

商品名：辻利物語2020
価格：3,000円

商品名：辻利コレクション8個
価格：2,360円

和食材であるお麸に、お茶やお酒の時間が楽しくなるチョ
コレートをコーティングした甘さ控えめな大人のお菓子。「コ
コア」「紅茶」「抹茶」の3種の味わいが楽しめる、木箱に
入ったバレンタイン限定の詰合せです。
販売期間：1月24日～2月14日まで

辻利160年の伝統と、この先続く新たなストーリーを表現し
た、辻利のお茶をシンプルに楽しめる生チョコ。「宇治抹
茶」「宇治ほうじ茶」「抹茶シャンパーニュ」を詰め合わせま
した。お重箱という日本的なモチーフに石臼をパリ風にあし
らい、新たな辻利の世界を表現しました。
販売期間：2月1日～ ※無くなり次第終了

茶匠がチョコレートとの相性で厳選した抹茶とほうじ茶を使
用。お茶を引き立てる素材が織りなす、辻利のスペシャリ
テです。「濃い茶」「ゆず」「プラリネごま」「山椒」「さくら苺」
「黒糖」に、新フレーバー「ほうじ茶」を加えた7種の味わい
が楽しめます。
販売期間：1月23日～ ※無くなり次第終了

KUGENUMA SHIMIZU（B2F）

ISHIYA GINZA（B2F）

商品名：VALENTINES CHOCOLATE MONAKA
価格：300円

商品名：恋するチョコレート
価格：各800円

国産もち米で作られたもなか生地にココアを練りこんだ
ハート形の季節限定もなかをご用意しました。いつでもつく
りたての香ばしさが楽しめる、手作りもなかです。
販売期間：1月中旬～2月14日まで

「白い恋人」のチョコレートをベースに、香料は一切使用せ
ず、北海道産の素材のおいしさを最大限に引き出し誕生し
た「恋するチョコレート」。「黒糖きなこ」「北海道贅沢ミルク
チョコレートと塩」「ホワイトチョコレートと塩」「とうきび」「小
豆と碾茶」「さくら」の6種の味をご用意しました。

※写真は「黒糖きなこ」です

「食感」を楽しむチョコ

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

パティスリー銀座千疋屋（B2F）

PALETAS（B2F）

商品名：パイナップルのチョコレート
価格：1,500円

商品名：不知火のチョコレート
価格：1,500円

商品名：FÈVES DE CACAO（カカオ豆）
価格：700円

香り豊かなパイナップルスライスをフリーズドライし、ホワイ
トチョコレートを染み込ませました。トロピカルな香りが広が
る、まろやかな味わいです。
販売期間：12月1日～3月31日まで ※無くなり次第終了

国産不知火をフリーズドライし、ホワイトチョコレートを染み
込ませました。不知火の酸味と爽やかな香り、控えめな甘
さのホワイトチョコレートの味わいが楽しめます。
販売期間：12月1日～3月31日まで ※無くなり次第終了

カカオ32％、カリブ海沿岸カカオ豆のカリカリとした食感が
楽しめます。
販売期間：12月1日～2月14日まで

PALETAS（B2F）

AND THE FRIET（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：SPECIAL GIFT BOX
価格：1,389円

商品名：ジャンドゥーヤ生チョコレート
価格：1,500円

厳選された上質なベルギー産のジャガイモ“ビンチェ種”で
作られたドライフリットに、チョコレートコーディングが初登
場。ギフトに最適なスペシャルギフトボックスです。
販売期間：11月下旬～3月下旬まで（予定）

イタリア・ピエモンテで作られているヘーゼルナッツプラリネ
ペーストをふんだんに使った生チョコレートです。上面と底
は、キャラメリゼしたクランチタイプのヘーゼルナッツの
ペーストがアクセントになったシャリシャリした食感。下はベ
ルギー産のチョコレートと北海道産の生クリームで作った
生チョコレート。口どけ滑らかな生チョコレートとヘーゼル
ナッツの食感が楽しめます。

商品名：FEUILLES DE CARAMEL（フューユド キャラメル）
価格：700円
ミルクチョコレートをベースに、キャラメル風味のパイ生地
のサクサクとした食感が楽しめる一品です。
販売期間：12月1日～2月14日まで

NO
IMAGE

GINZA SIX限定

パティスリー パブロフ（B2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

商品名：ルージュ
価格：2,315円

商品名：テリーヌショコラ
価格：6,000円

ガナッシュをふんだんに入れ焼き上げたチョコレートのパウ
ンドケーキと濃厚なムース。表面を苺風味のチョコレートで
コーティングし、華やかなチョコレート細工を飾り付けました。
販売期間：2月7日～2月14日まで

スイス産の濃厚なチョコレートと発酵バターの香り・旨味を
極限まで表現した、かつてないリッチな甘さとくちどけで深
い味わいを楽しめる一品です。
販売数量：未定 ※無くなり次第終了
GINZA SIX限定

2

※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2019年11月18日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2019年11月18日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX バレンタインおすすめメニュー・商品リスト

イートイン限定バレンタインメニュー

Café Cova Milano（3F）

Café Cova Milano（3F）

THE GRAND GINZA（13F）

メニュー名：RED PASHION
価格：1,819円
ラズベリー＆ストロベリーの色鮮やかなカクテル。ベリーの
甘さにパッションフルーツの酸味とスッキリ感のある味わい
が楽しめます。
提供期間：2月1日～2月14日まで
提供数量：50杯限定

メニュー名：Coppa Valentine
価格：1,819円

メニュー名：La Saint-Valentin アフタヌーンティーセット
価格：お1人様 4,200円

苺をふんだんに使ったバレンタイン限定デザート。甘酸っ
ぱい苺ソルベとチョコアイスの上に、シャンティーと苺ソー
スを添え、ハートチョコとベルローズをトップにあしらって華
やかな一品に仕上げました。
提供期間：2月1日～2月14日まで
提供数量：50個限定

ノワールとブランをテーマに、旬の苺をふんだんに使ったス
イーツやセイボリーを2カラーで表現。スタイリッシュな印象
を与えるバレンタインのノワールと、ブランの優しい色合い
に溶け込んだ甘さが印象的なホワイトデーを表現したアフ
タヌーンティーセットが楽しめます。
提供期間：ノワール 2月1日～2月29日まで
ブラン 3月1日～3月31日まで

※写真は2名様分（左：ノワール 右：ブラン）です

GINZA SIX限定

店舗イチオシのバレンタイングルメ・スイーツ

ル・ブーランジェ・ドゥ・モンジュ（B2F）
商品名：フェーブ・ド・カカオ
価格：800円
フランス産カカオとカカオニブ、2種類のチョコレートを使用。
クランベリー、レーズン、チェリー、アプリコット、ヘーゼル
ナッツを入れて焼き上げました。
販売期間：1月14日～2月14日まで（各日13:00～）

NO
IMAGE

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

商品名：カヌレバレンタインギフトBOX
価格：1,100円

商品名：チョコレートチップクッキー
価格：300円

4種のカヌレが楽しめるセット。外はカリっと中はしっとりし
た食感のラム酒が香るカヌレに、バレンタイン限定で4種の
フレーバーを纏わせました。
販売期間：2月1日～2月14日まで

シンプルな生地にチョコレートが際立つブルーボトルの定
番アイテム。ゴロッとたっぷり入っているチョコレートは、強
さとエレガントな苦みを楽しめます。

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定

※写真はイメージです

Viennoiserie JEAN FRANÇOIS（B2F）

※写真はイメージです

BLUE BOTTLE COFFEE（B2F）

ワインショップ・エノテカ（B2F）

10FACTORY（B2F）

商品名：ブルーボトルコーヒー チョコレート
価格：800円

商品名：2016 LE PETIT CALON
価格：4,500円

商品名：みかんチョコレート ブラック
価格：300円

ガーナ、マダガスカル、ペルー、そしてエクアドル産のカカオ
豆を使用したチョコレート。深みがあり、余韻が残るテイスト
の調和のとれたフレーバーは、コーヒーとのペアリングに最
適です。
※「ブルーボトルコーヒー チョコレートミニ」（150円）もご用意
しています。

高い人気と知名度を誇るカロン・セギュールの稀少サード
ラベル。ストロベリーやクレーム・ド・カシス、ブラックカラント
などの濃密な赤系黒系果実のアロマで、華やかなスミレの
花やハーブ、ほのかに皮革のニュアンスも漂います。グラ
スに注ぐと、深みのあるルビーの色合い。口に含むと滑ら
かな口当たりで、ピュアな果実味とともにチョコレートや
コーヒーのビターな香りが広がります。

ビターチョコレートに愛媛県産柑橘のドライフルーツやピー
ルをトッピングしました。自宅用やプチギフトにオススメです。
販売期間：1月17日～2月14日まで
販売数量：300個限定

L'ABEILLE（B2F）

マーロウ（B2F）

商品名：はちみつボンボンショコラ
価格：未定

商品名：チョコレートプリン
価格：770円

厳選した数種類のはちみつを使用した、ラベイユオリジナ
ルチョコレートです。はちみつの風味の違いが楽しめます。
販売期間：1月15日～2月14日まで ※無くなり次第終了

チョコレートシロップとスイスの高級ココアパウダーを使用
したチョコレートプリンです。コクを出すため、プリンにココ
ナッツピューレを入れてより滑らかに仕上げました。
販売期間：1月中旬～2月中旬まで

キャンディアートミュージアム by PAPABUBBLE（B2F）
商品名：タブレットキャンディ
価格：2,777円
板チョコ型のキャンディにエディブルフラワーを入れた、綺
麗でユニークなキャンディです。
販売期間：2月1日～2月14日まで
販売数量：30個限定

NO
IMAGE

GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
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※価格は全て税抜です。また提供数量、提供時間等の詳細は各店舗にお問い合わせください。
※店舗により、別途サービス料が発生いたします。
※記載情報は2019年11月18日時点の情報です。内容が変更になる可能性がございます。

2019年11月18日時点
GINZA SIX PR事務局

GINZA SIX バレンタインおすすめメニュー・商品リスト

店舗イチオシのバレンタイングルメ・スイーツ

パティスリー パブロフ（B2F）

パティスリー パブロフ（B2F）

Ben's Cookies（B2F）

商品名：バレンタインショコラ
価格：602円

商品名：テリーヌショコラ
価格：1,111円

商品名：Dark Chocolate & Almond
価格：290円

ビターのチョコレートパウンドケーキに木苺とガナッシュを
入れて焼き上げ、赤く色付けしたホワイトチョコレートでシッ
クにデコレーションしました。
販売期間：1月15日～2月14日まで

テリーヌのように濃厚なチョコレートのパウンドケーキをバ
レンタインバージョンにアレンジしました。
販売期間：2月1日～2月14日まで

ベルギー産高級ダークチョコレートにアーモンドを丸ごと加
えた、バレンタイン限定クッキーです。
販売期間：1月中旬～2月14日まで ※無くなり次第終了

HONMIDO（B2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

FRANCK MULLER GENEVE（2F）

商品名：HONMIDO SAND バレンタイン
価格：445円

商品名：林檎のショコラ
価格：3,600円

商品名：フロランタンノワール
価格：3,600円

HONMIDO SANDから冬限定のストロベリー味が登場。さく
さくのラングドシャに淡雪を挟んだ味わいが楽しめます。バ
レンタイン限定のピンクパッケージでご用意しました。
販売期間：1月16日～2月14日まで（予定）
販売数量：1日20～30個限定

セミドライ加工をした国産の林檎「ふじ」を、カカオ55%のベ
ルギー産クーベルチュールチョコレートで包みました。カカ
オの豊かな香りを感じながら林檎の甘さと存在感を感じさ
せる一品です。
販売期間：2月末まで（予定）
販売数量：未定 ※無くなり次第終了

毎年好評のフロランタンノワールが今年も登場。アーモンド
の香ばしさ、上質なチョコレートの甘さと苦みのバランスが
絶妙な一品です。
販売期間：2月1日～2月29日まで
販売数量：未定 ※無くなり次第終了
GINZA SIX限定

GINZA SIX限定
GINZA SIX限定

Café Cova Milano（3F）

Café Cova Milano（3F）

商品名：チーズ ケーキ クオーレ
価格：4,630円

商品名：Panettone San Valentino
価格：7,728円

ハートシェイプのベースをラズベリソースでコーティングした
クリーミーなチーズケーキ。「クオーレ」はイタリア語でハー
トの意味があり、バレンタインにおすすめのケーキです。
販売期間：2月1日～2月14日まで
販売数量：150個限定

ハートとローズでデコレーションした、バレンタイン限定のパ
ネットーネです。
販売期間：2月1日～2月14日まで
販売数量：GINZA SIX店舗内150個限定
※CAFÉ COVA（B2F）のポップアップストアでも販売しています。

GINZA SIX限定
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